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医 療 保 険 加 入 状 況
総 世 帯 数
総　 人　 口

17,674世帯
49,384人

国民健康保険
加　 入　 者

  7,016世帯 (39.70%)
11,241人 (22.76%)

後期高齢者
医療加入者   9,382人 (19.00%)

※（　）内は総世帯数・総人口に占める割合（平成２８年７月末現在）
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問い合わせ先 市民課　医療保険・年金担当　☎74－8061

　氷見市では、国民健康保険の被保険者証を毎年更新しています。
　今年度はオレンジ色のカード様式の被保険者証を１人に１枚交付します。
　新しい被保険者証は、９月中に世帯主あてに簡易書留郵便で送付いたしましたが、被保険者
証が届かない場合や、記載された内容に変更などがありましたら、ご連絡ください。

　市から送付された納付書や口座振替により保険料を納めてください。
すでに、口座が登録されている方には、納付書はありません。保険料
のみのご案内です。
　年度の途中で75歳になり資格を取得された人などは、すぐに
年金からの天引きになりません。当初は納付書で納めることになり
ますので、再度、通知書をご覧いただき、納付書がついていないかど
うかご確認ください。
※口座振替を希望される場合は、届出が必要です。最寄りの金融機関で
お手続きください。 （これまで国民健康保険税を口座振替により納付
されていた場合であっても、後期高齢者医療に加入された場合は、改
めて口座振替依頼書の提出が必要となりますのでご注意ください。）

　保険料は年金からの天引きとなり
ますので納付書はありません。保険
料のみのご案内です。
　前年度に年金天引きとなっていた
場合でも、普通徴収に変更となる
場合があります。必ず通知書でご
確認ください。
　また、現在年金天引きとなって
いる方で、口座振替への変更をご
希望の方は、市民課医療保険・年金
担当窓口にお問い合わせください。

有効期限に
ついて

70歳から
74歳までの方

　　今回お送りする被保険者証の有効期限は原則「平成29年９月30日」となり
ます（それまでに75歳に到達する方、65歳以上となる退職者医療制度の被保険
者とその被扶養者の方をのぞきます）。

　70歳から74歳の氷見市国民健康保険に加入している方には、診察を受けると
きには、必ず被保険者証と高齢受給者証を一緒に窓口へ提示してください。
　なお、高齢受給者証は7月に送付済みです。
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★１日３食規則正しく食べる。夕食は、就寝２時間前までに！

★遅い時間の夕食は、２回にわけて控えめに！

夕食後のデザートに・・・

※メタボ該当群にはメタボ予備群も含めました。　
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出典「目でみる とやまの国保」より

メタボ予防のポイントを知って みんなで取り組もう！メタボ予防・改善
　メタボリックシンドロームは内臓脂肪が蓄積して高血圧や高血糖、脂質異常を招きそれらが重複
している状態です。自覚症状はほとんど無く、1つ1つのリスクは軽度でも重なることで動脈硬化が
促進されてしまいます。動脈硬化が進むと心筋梗塞や脳梗塞、糖尿病腎症などの重大な病気を発
症するリスクが高まります。

氷見市はメタボの人が多い！？氷見市はメタボの人が多い！？

寝る前２時間以内の飲食は控えよう寝る前２時間以内の飲食は控えよう

【調査結果より】
　男 性　では遅い時間の食事や間食のとり方について、　女 性　では夕食後の間食のとり方
を見直すことがメタボリックシンドロームを予防、改善するための効果的なポイントであること
が分かりました。次頁を参考に、あなたも生活習慣を見直し、改善してみませんか？

就寝前２時間以内に夕食を
とる人（週３回以上）の割合

夕食後に間食をとる人
（週３回以上）の割合

　氷見市が行う特定健診の結果、
メタボリックシンドロームに該当
する人が県平均を上回りここ数年、
県内の市町村のなかで一番多い
状況が続いています。

　メタボリックシンドロームは、生活習慣と密接に関わっています。平成27年度にいきいき元気館で特定健診
を受診した40歳から74歳までの氷見市国民健康保険加入の656人の生活習慣からメタボの人とそうでない人
の生活習慣の違いについて調査を行いました。

　遅い時間の飲食は、空腹感から早食いやどか食いをしがちで、エネルギーの過剰摂取になりやすく、肥満や
メタボを誘発しやすくなります。食べるタイミングや内容を見直しましょう。

　21時以降の体は休息モード。消化管機能も低下するため、しっかり食べると、翌日もたれるだけでなく、体脂
肪として蓄積されやすくなります。

　同じ食べ物でも、食べる時間が遅くなると、体脂肪に変わりやすくなります。また、夜は昼間より血糖値が
上がりやすく、就寝中も高い状態が続きます。
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氷見市のメタボの人の生活習慣って？氷見市のメタボの人の生活習慣って？

知っていますか？
間食のエネルギー

　夕方に食べ物を口にすることで、
夕食時の早食いやどか食いを防ぎ
ます。200kcal前後を目安に。

　夕方とった分を差し引いた食事とし、
油を多く使った料理を控えましょう。

遅い時間の夕食は控えめに！
夕方に軽い食事をとりましょう！

夕食 ①変える→紅茶や甘い香りのハーブティなどを飲む
　　　　　乳製品（ヨーグルトなど）に変える
　　　　　間食や果物は昼の時間帯に変える

②減らす→果物を一切れ（量を決めて）食べる

③やめる→夕食後はすぐに歯磨きし、食べない

★こう変えてみよう！

遅くなる場合は

★夕食後の間食（デザートや夜食）に注意！

第２次氷見市ヘルスプラン21
 マスコットキャラクター
 けんちゃん・こうちゃん

りんご中１こ
160kcal

クッキー２枚
220kcal

チョコレート1/4枚
80kcal

カステラ１切れ
160kcal

まんじゅう小１こ
80kcal

アイスクリーム１こ
380kcal

せんべい3枚
250kcal

氷見市男性
氷見市女性
県平均男性
県平均女性

氷見市のメタボ該当者の割合
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野菜、きのこ、
海藻類などは、
噛みごたえが
あり、早食い
防止に。

夜の果物は、中性脂肪を
上げやすい！食べる時間を
変えてみては？

汁物で
お腹と心を
落ち着かせて
から、ゆっくり
食べよう。

胃の負担の少ない
「焼く」「煮る」「蒸す」
などの調理法が
オススメ！

主菜は白身魚や
豆腐など低脂肪、
高たんぱくのものを！

夕方にとった分を減らそう！

適正な体重を維持するには、
“食べる”と“動く”のエネルギーの
収支バランスがポイント。
食べすぎてしまったら、今日からでも
明日からでも、その分、たくさん動く
ように心がけましょう。

メタボ該当群の男性で、就寝前２時間
以内に食事をする習慣が多い傾向

メタボ該当群の男女で、夕食後に
間食をする習慣のある人が多い傾向

問い合わせ先：健康課　☎７４－８０６２
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　メタボリックシンドロームは、生活習慣と密接に関わっています。平成27年度にいきいき元気館で特定健診
を受診した40歳から74歳までの氷見市国民健康保険加入の656人の生活習慣からメタボの人とそうでない人
の生活習慣の違いについて調査を行いました。

　遅い時間の飲食は、空腹感から早食いやどか食いをしがちで、エネルギーの過剰摂取になりやすく、肥満や
メタボを誘発しやすくなります。食べるタイミングや内容を見直しましょう。

　21時以降の体は休息モード。消化管機能も低下するため、しっかり食べると、翌日もたれるだけでなく、体脂
肪として蓄積されやすくなります。

　同じ食べ物でも、食べる時間が遅くなると、体脂肪に変わりやすくなります。また、夜は昼間より血糖値が
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2016スポーツ健康まつりと同時開催！

                                                      

10月29日（土） 10時～14時30分
氷見市ふれあいスポーツセンター
サブアリーナ

今年のテーマは生活習慣病予防！
様々な生活習慣の改善のヒントが盛りだくさん。

子どもから大人まで誰もが楽しみながら体験できます。
健康な未来のために、生活習慣の改善を始めましょう！

　指先の毛細血管を特殊顕微鏡で拡大し、
血管の変形や血液が流れていく様子を、
モニターでご覧になれます。採血は一切行い
ませんので、お気軽に体験していただけます。
人数に限りがあるため、整理券を当日会場
内で配布します。

９時45分～ 　12時45分～

★生活習慣病予防クイズ
★自分の味覚をチェック！
　～適正な塩分濃度のみそ汁の試飲～

★箱の中の野菜を
　あててみよう

（ポスター展示）

健康チャレンジ
当選者発表！
健康チャレンジにご応募いただいた
方の当選発表を会場内で行います。

見直そう！あなたと家族の生活習慣見直そう！あなたと家族の生活習慣

と　き

ところ

運動体験
楽しく体を動かそう！

血液サラサラチェック みんなでチャレンジ！
スタンプラリー

整理券配布時間

講 師

時 間

一般社団法人ヒューマンヘルス協会代表理事
健康運動実践指導者　松田 伊甲子先生

10時30分～　11時15分～
13時～　　　 13時45分～

定 員 午前・午後あわせて50人
　　　　　　（先着順）

地域での健康づくり
活動紹介

体験無料！
スタンプを集めると景品をプレゼント！

体験無料！

健康づくり教室・相談会のご案内
　健康診断の結果はいかがでしたか？あなた自身や家族の健康のことで相談したい、何か始めたいと思っ
ている方、是非ご参加ください。

● 健康なんでも相談
日　時 内　容 相談スタッフ 場　所 持ち物

平成28年	 10月21日（金）
	 11月29日（火）
受付時間　午後１時～２時

個別相談
（健診結果についての　
相談等に応じます。）

医　師
保健師
栄養士

いきいき
元気館

健康手帳
健診の結果

　※申込みが必要です。

● ヘルシー食生活講座　～野菜の上手な摂り方レッスン～
日　時 内　容 場　所 定　員 持ち物

平成28年12月16日（金）
午前9時30分～13時

講義・調理実習
　「野菜を食べよう！
	 野菜お手軽クッキング」
　講師：栄養士・保健師

いきいき
元気館 30名

エプロン、
タオル、三角巾
家庭のみそ汁

　※申込みが必要です。定員になり次第締め切ります。

● 運動実践教室
日　時 内　容 場　所 定　員 持ち物

平成28年11月7日（月）
午後1時30分～2時30分

運動実技「やさしいリズムウォーク」
　講師：健康運動指導士
	 　三輪　厚子先生

氷見市ふれあい
スポーツセンター 30名 ・運動しやすい

		服装
・タオル
・飲み物
・内履き
（３月の講座は
		内履きは不要
		です）

平成29年	1月20日(金)
午後１時～２時 男性限定

「トレーニングマシン体験講座」
　講師：氷見市民プール・
	 トレーニングセンタースタッフ

氷見市民プール・
トレーニング
	 センター

15名

平成29年3月14日（火）
午後1時30分～2時30分

運動実践「家庭でできる優しい筋トレ」
　講師：健康運動指導士
	 　三輪　厚子先生

いきいき元気館 30名

　※申込みが必要です。定員になり次第締め切ります。

● 歩いて健康づくり教室　～健康な歩き方レッスン～
日　時 内　容 場　所

平成28年11月14日（月）
午後1時45分～4時00分

講義と実技「健康づくりと運動」
　講師：富山大学人間発達科学部　学部長　鳥海　清司先生

氷見市ふれあい
スポーツセンター

　※申込みが必要です。
★日程・内容は変更になる場合があります。「広報ひみ」をご覧ください。

特定保健指導の案内が届いたあなたへ

　特定健診の結果（メタボ判定や喫煙歴、既往歴等）から健康状態のレベルに応じて特定保健指導の対象となった
方には、１０月以降に個別で利用券を送付します。特定保健指導は、医師・保健師・管理栄養士などが、あなたに合
わせたアドバイスを行い、生活習慣の改善についてお手伝いするプログラムです。しっかり活用して健康な体を目指し
ましょう！ご利用のない方については、ご家庭へ訪問させていただくことがあります。

血圧測定、体脂肪測定、
尿検査もできます。

申込み・問い合わせ先：健康課　☎７４－８０６２
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平成28年度氷見市民健康大学祭
2016スポーツ健康まつりと同時開催！

                                                      

10月29日（土） 10時～14時30分
氷見市ふれあいスポーツセンター
サブアリーナ

今年のテーマは生活習慣病予防！
様々な生活習慣の改善のヒントが盛りだくさん。

子どもから大人まで誰もが楽しみながら体験できます。
健康な未来のために、生活習慣の改善を始めましょう！

　指先の毛細血管を特殊顕微鏡で拡大し、
血管の変形や血液が流れていく様子を、
モニターでご覧になれます。採血は一切行い
ませんので、お気軽に体験していただけます。
人数に限りがあるため、整理券を当日会場
内で配布します。

９時45分～ 　12時45分～

★生活習慣病予防クイズ
★自分の味覚をチェック！
　～適正な塩分濃度のみそ汁の試飲～

★箱の中の野菜を
　あててみよう

（ポスター展示）

健康チャレンジ
当選者発表！
健康チャレンジにご応募いただいた
方の当選発表を会場内で行います。

見直そう！あなたと家族の生活習慣見直そう！あなたと家族の生活習慣

と　き

ところ

運動体験
楽しく体を動かそう！

血液サラサラチェック みんなでチャレンジ！
スタンプラリー

整理券配布時間

講 師

時 間

一般社団法人ヒューマンヘルス協会代表理事
健康運動実践指導者　松田 伊甲子先生

10時30分～　11時15分～
13時～　　　 13時45分～

定 員 午前・午後あわせて50人
　　　　　　（先着順）

地域での健康づくり
活動紹介

体験無料！
スタンプを集めると景品をプレゼント！

体験無料！

問い合わせ先：健康課　☎７４－８０６２
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平成28年度の国民健康保険税の税率は次のとおりです。
基 礎 課 税 額
（医療保険分）

後期高齢者支援金等課税額
（後期高齢者支援金分）

介護納付金課税額
（介護保険分）

所　得　割 6.4% 1.8% 2.0%

均　等　割
（一人あたり） 23,500円 6,500円 7,500円

平　等　割
（一世帯あたり） 16,000円 4,500円 5,000円

賦課限度額 54万円 19万円 16万円

※		介護保険分は40歳以上65歳未満の国民健康保険加入者に課税されます。（65歳以上の方は国民健康保険税
ではなく介護保険料として別に納めることになります）

平成28年度国民健康保険税の算出方法
　国民健康保険税は、毎年7月、加入者の前年の総所得額をもとに、その年度の税額を算定し、納税義務者である
世帯主へ納税通知書を送付します。以降、国民健康保険の資格や所得状況の変更があると再算定し、税額の変更通
知書を送付します。
　以下の算出方法で平成28年度国民健康保険税の年間税額を算出することができます。

課税標準所得	：	A=加入者ごとの総所得から基礎控除（33万円）を引いて合計した額

医療保険分（Ⅰ） 後期高齢者支援金分（Ⅱ） 介護保険分（40～64歳）（Ⅲ）

所得割 A×税率6.4%
（　　　　　　　　　円）

A×税率1.8%
（　　　　　　　　円）

A×税率2.0%
（　　　　　　　　円）

均等割 23,500円×加入者（　）人
（　　　　　　　　　円）

6,500円×加入者（　）人
（　　　　　　　　円）

7,500円×加入者（　）人
（　　　　　　　　円）

平等割 16,000円 4,500円 5,000円

合　計 年間保険税額（全体分）=Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ=（　　　　　　　　　円）

【算出例】　世帯加入者2人（世帯主62歳・総所得150万、子35歳・総所得30万）の場合
課税標準額A=（150万-33万･･･117万円）+（30万-33万･･･0円）=117万円

医療保険分 後期高齢者支援金分 介護保険分（40歳～64歳の方のみ該当）
所得割 74,880円 21,060円 23,400円
均等割 47,000円 13,000円 7,500円
平等割 16,000円 4,500円 5,000円
合　計 	137,800円 + 38,500円 + 35,900円 =　年間保険税額212,200円

※加入者が非自発的失業に該当の場合、該当者の総所得のうち給与所得を100分の30にして算出します。
※		低所得世帯には均等割・平等割の軽減措置があります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ただし、所得を申告していない場合には軽減措置は適用されません。

※年度途中で加入脱退があった場合は、加入月数に応じて按分となります。
詳しくは、氷見市税務課住民税担当へお尋ねください。

問い合わせ先：税務課住民税担当　☎７４－８０４３
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国民健康保険税の賦課限度額、軽減基準の改正がありました
　国民健康保険の被保険者間における保険税負担の公平性確保や中低所得層の保険税負担の軽減を
図る目的で、以下のように国民健康保険税の賦課限度額及び軽減判定所得の基準が見直されました。

  1．賦課限度額が改正されました

改正前 改正後

○	医療保険分 52万円 → 54万円

○	後期高齢者支援金分 17万円 → 19万円

○	介護保険分　　　　　　 改正なし

※全体として賦課限度額が4万円引き上げられました。

  2．低所得世帯に対する保険税の軽減基準が改正されました

（5割軽減と2割軽減の範囲が拡大し、軽減を受けやすくなりました	。）

改正前
・7割軽減基準額:世帯主と被保険者の所得合計が33万円以下
・5割軽減基準額:33万円+（26万円×被保険者数）以下
・2割軽減基準額:33万円+（47万円×被保険者数）以下
　　　　　　　　　　　　　▼
改正後 （平成28年4月以降）

・7割軽減基準額:世帯主と被保険者の所得合計が33万円以下（変更ありません）
・5割軽減基準額:33万円+（26万5千円×被保険者数）以下
・2割軽減基準額:33万円+（48万円×被保険者数）以下

※被保険者数に擬制世帯主（国民健康保険に加入していない世帯主）は含まれません。

失業した人の国民健康保険税を軽減します
　解雇、雇い止め、期間満了等の理由で非自発的な失業（離職）をした雇用保険の受給資格者の方を対象
として、前年中の給与所得を30/100として国民健康保険税を算定する軽減制度があります（給与以外
の所得には影響がありません）。

　本制度を利用する場合は、税務課住民税担当または市民課医療保険・年金担当の窓口での申請・審査が
必要です。
　また、公共職業安定所（ハローワーク）にて発行される雇用保険受給資格者証が必要となりますので、
申請する際には印鑑と一緒に忘れずにご持参ください。
※その他詳細については、お問い合わせください。

問い合わせ先：税務課住民税担当　☎７４－８０４３
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問い合わせ先：税務課住民税担当　☎７４－８０４３

質問1 	国民健康保険税は何のために使われるのですか?
回答1 			国民健康保険は加入者の皆さんが、いつでも安心して医療にかかれるように普段からお金を出し合って

お互いに支え合う制度です。国民健康保険税はこの国民健康保険制度を運営する為に加入者の皆さんか
ら納めていただく地方目的税で、加入者の医療費の支払い・後期高齢者医療支援金・介護保険納付金など
に使われます。

質問2 	昨年に比べて、国民健康保険税が高くなったのはなぜですか?
回答2 			国民健康保険税は、国民健康保険加入者の所得割+均等割（人数）+平等割（世帯）の合計額です。
	 あなたの家族（世帯）で昨年と比べて
	 	 ●	国民健康保険に新しく加入された人はいませんか。
	 	 ●	国民健康保険加入者の所得が増えていませんか。
	 	 ●		加入者や世帯主の所得が未申告となっていませんか。（未申告の世帯は、所得が低くても軽減対象と

なりません。）
	 	 ●	国民健康保険加入者で40歳になった人はいませんか。（介護分の保険税が加算されています。）
	 上記に該当している世帯については、昨年に比べて税額が高くなる可能性があります。

質問3 	社会保険に加入しているのに、国民健康保険税の納税通知書が届くのはなぜですか?
回答3-1 			ご家族（ご世帯）の方に国民健康保険の加入者はいませんか?
	 	国民健康保険は世帯単位で納税通知書を送付します。そのため世帯主が社会保険等に加入していたとし

ても、世帯のどなたかが国民健康保険に加入されていた場合には、世帯の代表者である世帯主に対して納
税通知書が送付されます。この場合、世帯主の所得・資産などは国民健康保険税の計算に含まれません。（軽
減判定は除く。）

回答3-2 			国民健康保険脱退の手続き（社会保険等へ加入したことの申し出）はされましたか?
	 	勤務先などの保険証に切り替わった際は、早急に新しい保険証と印鑑をお持ちいただき、市民課医療保険

担当の窓口で国民健康保険喪失の手続きをしてください

特別徴収（年金天引き）と口座振替の選択制について
特別徴収（年金天引き）となる条件

●	世帯主（納税義務者）が国民健康保険の加入者であり、世帯の加入者全員が、65歳以上
●			年金の支給年額が18万円以上で、国保税額と介護保険料を合わせた額が、年金支給月額の1/2を超え
ないこと。
　上記条件すべてを満たす場合は、世帯主の年金からの天引きにより、国民健康保険税を納付していただきます。
　ただし、税務課の窓口へ申出されることで、口座振替（世帯主以外の口座でも可能）による納付に変更する
ことができます。

申出に必要なもの

　●	国民健康保険証　　●	印鑑　　●	新しく口座登録される場合は、通帳と通帳の届出印
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第三者行為が原因で負傷した場合は、届出をしてください
　氷見市国民健康保険に加入している方は、交通事故など下記の行為等で負傷した場合でも、国保
を使用して医療機関を受診することができますが、その際には、国保に「第三者行為による被害届」
を提出する必要があります。

届出が必要な場合
　・交通事故	 ・ケンカや傷害事件
　・食中毒事件	 ・日常生活における偶然な事故（加害者がいる場合）など
詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ先：市民課医療保険・年金担当　☎７４－８０61

　氷見市国民健康保険では、被保険者の皆さんの健康保持や増進を図ることを目的に、「人間ドック受検費用の一部
助成」を行っております。（ただし、今年度特定健康診査を受けた方は助成制度を利用することはできません。）

対象者の条件 氷見市国民健康保険の加入者であり、受検日当日に国保の資格があること。
国民健康保険税を遅滞なく納めていること

対象者の条件 金沢医科大学氷見市民病院、中村記念病院、高岡市民病院、厚生連高岡病院、富山県
済生会高岡病院、高岡ふしき病院（旧社会保険高岡病院）

内　　　容
日帰りドック、一泊ドック、脳ドック、簡易ドック
（ メニューは医療機関により違いますので、詳細は、医療機関にお問い合わせくだ

さい。男性の前立腺、女性の乳がん・子宮がん検診以外のオプションは、助成対象
外となります。）

氷見市の助成額 人間ドック検査料金の6割（ただし、100円未満の端数は切捨てで、上限24,000円）
※同一年度内に、1回のみが助成対象です。

申　し　込　み

指定の医療機関にお申し込みください。
申し込み後、国民健康保険証と印鑑を持参し、市民課国民健康保険の窓口で「人間
ドック利用申請書」を提出してください。（受検日の10日前までにお願いします。）
　後日、市から送付される「人間ドック利用承認書」と国民健康保険証を持参し、指定
医療機関で受検してください。

元気で健康な体づくりのために力をお貸しください！
　氷見市国民健康保険では、40歳から74歳の人を対象に生活習慣病予防を目的とした「特定健康診査」を実
施しています。対象者の中で、職場健診や他の健康診断を受診した方は、健診結果の提出にご協力をお願いし
ます。健診結果や、その変化を分析し、今後の保健事業の実施・改善の指針とさせていただきます。健診結果
はデータ抽出にのみ使用し、個人情報は固く守られますのでご安心ください。健診結果を「市民課医療保険担
当」の窓口に持参していただくか、お電話でご連絡ください。お電話をいただいた方には、返信用の封筒をお
送りしますので、健診結果のコピーを同封していただき、返信ください。
＊健診結果を提出してくださった方には、QUOカード（1,000円分）を贈呈します。
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食べたあとは、
はみがきしようね！

主食、主菜、副菜を
そろえ、バランスよく
食べようね！

こどもの頃からの生活習慣が大切です

メタボ予防のポイントを知って
　　みんなで取り組もう！メタボ予防・改善 ･････ ２・３
健康づくり教室・相談会のご案内････････････････ ４
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氷見市　市民部　市民課
氷見市鞍川1060番地
☎74－8061

医 療 保 険 加 入 状 況
総 世 帯 数
総　 人　 口

17,674世帯
49,384人

国民健康保険
加　 入　 者

  7,016世帯 (39.70%)
11,241人 (22.76%)

後期高齢者
医療加入者   9,382人 (19.00%)

※（　）内は総世帯数・総人口に占める割合（平成２８年７月末現在）
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問い合わせ先 市民課　医療保険・年金担当　☎74－8061

　氷見市では、国民健康保険の被保険者証を毎年更新しています。
　今年度はオレンジ色のカード様式の被保険者証を１人に１枚交付します。
　新しい被保険者証は、９月中に世帯主あてに簡易書留郵便で送付いたしましたが、被保険者
証が届かない場合や、記載された内容に変更などがありましたら、ご連絡ください。

　市から送付された納付書や口座振替により保険料を納めてください。
すでに、口座が登録されている方には、納付書はありません。保険料
のみのご案内です。
　年度の途中で75歳になり資格を取得された人などは、すぐに
年金からの天引きになりません。当初は納付書で納めることになり
ますので、再度、通知書をご覧いただき、納付書がついていないかど
うかご確認ください。
※口座振替を希望される場合は、届出が必要です。最寄りの金融機関で
お手続きください。 （これまで国民健康保険税を口座振替により納付
されていた場合であっても、後期高齢者医療に加入された場合は、改
めて口座振替依頼書の提出が必要となりますのでご注意ください。）

　保険料は年金からの天引きとなり
ますので納付書はありません。保険
料のみのご案内です。
　前年度に年金天引きとなっていた
場合でも、普通徴収に変更となる
場合があります。必ず通知書でご
確認ください。
　また、現在年金天引きとなって
いる方で、口座振替への変更をご
希望の方は、市民課医療保険・年金
担当窓口にお問い合わせください。

有効期限に
ついて

70歳から
74歳までの方

　　今回お送りする被保険者証の有効期限は原則「平成29年９月30日」となり
ます（それまでに75歳に到達する方、65歳以上となる退職者医療制度の被保険
者とその被扶養者の方をのぞきます）。

　70歳から74歳の氷見市国民健康保険に加入している方には、診察を受けると
きには、必ず被保険者証と高齢受給者証を一緒に窓口へ提示してください。
　なお、高齢受給者証は7月に送付済みです。


